
平成２８年度事業報告及び決算について 

 

平成２８年度事業報告 

１．観光情報提供事業（公益目的事業会計） 

(1) 観光情報誌の制作・流通事業 

① ならり 

春・夏・秋・冬に、四季の情報誌を発行（年間総部数２１万部） 

首都圏旅行ＡＧＴ、ＪＲ東日本管内主要駅（びゅうプラザ） 

空港ターミナル、首都圏関係機関、奈良市内各所などに設置 

② なら栞（しおり） 

平成２７年度より奈良市より移管を受け発行 

奈良の観光情報をこの一冊で知ることができるパンフレットとして制作 

（発行部数８万５千部） 

(2) ホームページ運営事業 

奈良市の観光情報を提供するポータルサイト『深！発見なら』の運営。 

① トップページの閲覧数は９０２千ページビュー（４月～３月） 

② 機能の充実（改修） 

ホームページの全面改修を実施。デザインやページ構成を一新し、情報を発信する

側・受ける側ともに使いやすいサイトを構築。 

③ 多言語での発信 

日本語ＨＰの他に、英・中・韓・仏の多言語ページでの情報発信 

(3) フェイスブック等ＳＮＳによる情報発信事業 

① 奈良市観光協会フェイスブックページの運営 

1. ３月現在「いいね！」１１，１４３件 

2. 情報発信は、ほぼ毎日更新 

② 「しかまろくん」フェイスブックページ、ＬＩＮＥページの運営 

1. Facebook／３月現在「いいね!」７，２２２件 

2. LINE／３月現在「友達追加数」７，２２１件 

3. 年間の情報掲出件数（４月～３月） 

「しかまろくん」のイベント出演やグッズ情報などを投稿。 

③ 多言語ＳＮＳページの運営 

1. ハングル版フェイスブックページ 

３月現在「いいね!」６５８件 

2. 中国版 博客 微博ページの運営 

３月現在「いいね!」２３，０１６件 

3. 英語版フェイスブックページ 

３月現在「いいね！」２４４件 

4. 繁体字版フェイスブックページ「療癒之旅＠奈良」 

３月現在「いいね！」２，３００件 



 

(4) その他情報発信事業 

観光協会の会員様へ向けて毎月２回、メールマガジンを発行しました。  

２．誘致受入事業（公益目的事業会計） 

(1) 県外誘致事業 

① 観光協会独自事業 

着地型企画商品の造成を目的に、主要旅行会社へのセールスを中心に実施 

② 他団体主催誘客イベント等への参画による活動 

奈良への誘客を目的に、効果的・低コストのプロモーションへの参加 

 

イベント名称 日 時 場  所 実施主体 

奈良県観光 

プロモーション会 

4/20 東京都 奈良県 

旅ミルンin岡山 7/4・5 イオンモール岡山 JR西日本岡山支社 

フラワーアート 

ミュージアム 

10/8 大阪ステーションシティ 

5階 時空の広場 

ＪＲグループ 

協定旅館ホテル連盟 

ほんまええとこ関西観光展 

in岡山 

11/15・16 イオンモール岡山 日本観光振興協会 

関西支部 

九州地区AGTセールス 11/12・13 JTB・NTA・KNT・クラツー 奈良市観光協会 

首都圏AGTセールス 12/21 JTB・NTA・JR東海ツアーズ 

・JTBガイアレック 

奈良市観光協会 

山陽新幹線で関西へ行こう 

観光キャンペーン 

1/27・28 博多ソラリアプラザ JR西日本 

旅まつり名古屋2017 3/18・19 名古屋・久屋大通公園 旅まつり実行委員会 

 

        
     旅ミルンin岡山                  九州観光キャラバン 

 

(2) 海外プロモーション事業 

①台湾プロモーション 

 奈良観光産業推進協議会が開催したＨ２８年度台湾プロモーションに参加し、宿泊事

業者や交通事業者とともに、台北の旅行代理店を対象に奈良のPRを行いました。 



       

       大興旅行社                 可楽旅行社 

②インドネシアプロモーション 

 11月にインドネシアの旅行代理店5社を奈良へ招聘するファムトリップを実施。 

帰国後は奈良を含む訪日旅行商品を造成し、3月に開催される旅行博で現地インドネシ

ア人向けに販売しました。 

           

     鹿寄せ                        柳生忍術学院 

③香港プロモーション 

     3月に香港の旅行会社及び出版社7社へ訪問を行い、富裕層、インセンティブ、教育旅

行に関する聞き取り調査及びセールスコールを行いました。 

            

           EGL Tours                                KADOKAWA 

 

(3) 修学旅行誘致事業 

①姫路市小学校校長会 訪問 

 長年、伊勢宿泊であった姫路市立の小学校が修学旅行先を変更するとの報道を受けて、

仲川奈良市長、薬師寺村上氏とともに姫路市小学校校長会でのPRに努めました。 



      

②福岡市・北九州市の旅行代理店・中学校 訪問 

 福岡市立中学校、北九州市立の中学校及び両市の旅行代理店を訪問し、情報収集及び 

PRに努めました。 

③岡山市・倉敷市の旅行代理店・小学校 訪問 

 岡山市立小学校、倉敷市立小学校及び両市の旅行代理店を訪問し、情報収集及びPRに 

努めました。 

(4) MICE誘致事業 

MICE（会議・研修、招待旅行、国際会議、展示会の頭文字の略）誘致の取り組みの一環

として、現況の調査、受入態勢整備計画の策定、キックオフシンポジウムの開催等を行

いました。 

(5) 奈良市東部地域振興事業 

奈良市東部地域振興の取り組みの一環として、現況の調査、旅行業界関係者を招いたモ

ニターツアーの実施、東部振興に従事する職員の採用等を行いました。 

(6) ならまち振興事業 

ならまち振興の取り組みの一環として、地域の事業家・有識者等を集めたアイデアソン

の開催、アイデアの商品化及びモニターツアーの実施を行ったほか、商品販売チャネル

整備の一環として、体験商品販売用ホームページを作成しました。 

(7) 「しかまろくん」による情報発信事業 

① 公式キャラクター「しかまろくん」を媒体とした情報発信を実施しました。 

着ぐるみを活用しての広報宣伝を行い、幅広い年齢層で好評を博しました。 

② 「しかまろくん」の認知を高める活動を実施しました。 

オリジナルのフェイスブックやＬＩＮＥといったＳＮＳを利用し広範囲に情報発信 

するとともに「しかまろくん」の認知拡大を目的に実施しました。 

(8) なつの奈良旅キャンペーン事業 

      夏の奈良への誘客を目的に奈良市・西日本旅客鉄道・近畿日本鉄道・奈良交通と共 

同で４回目となる「なつの奈良旅キャンペーン2016」を実施し、着地型企画商品の 

造成により奈良にお越しいただいたお客様に特別な体験メニューを提供しました。 

①主な着地側でのコンテンツ 

1.若草山夜景観賞バス 

2.ならまちナイトカルチャー～真夏の怪談～ 

3.ちょこっと関西歴史たび「元興寺」との連携（西日本旅客鉄道） 



4.奈良・西ノ京ロータスロード「特別ご朱印付き共通拝観券」の実施 

5.なつの鹿寄せ 

    ②企画旅行パンフレット支援 

      「なつの奈良旅キャンペーン2016」実施に伴い、大手旅行会社への募集型企画旅行 

商品の造成をするにあたり、パンフレット制作費用の補助を実施しました。 

(9) ミス奈良事業 

①行事・イベント等への派遣 

市内の各種伝統行事・イベントはもちろん、県外へのプロモーションイベントなど

へ年間を通じて派遣。（年間ひとり約30回の派遣） 

②次期ミス奈良の選定 

奈良市の親善交流並びに観光宣伝事業や各種伝統行事・イベント等に参加し奈良市

のイメージアップに務めていただく為、２８代ミス奈良の募集を行い、応募者６０

名の中から３名を選出。 

(10) 奈良で執り行われる伝統行事への協力支援事業 

各伝統行事への協力・支援をするとともに、薪御能・奈良大文字送り火・采女祭の 

保存会事務局業務を担当しました。 

(11) 春日大社式年造替事業 

① 奉祝行事実行委員会との協業による奉祝行事の実施 

1. 「後宴之舞楽・奉祝式能・奉祝狂言」受託販売を実施 

（協会受付分２７５名／５３８枚） 

2. 「奉納稚児行列」受託販売を実施（協会受付分２６８名） 

      3.  各種プロモーション活動において奉祝行事のＰＲ活動 

(12) 鹿寄せ実施事業 

① なつの鹿寄せ／７月～８月（計１５日間） 

「なつの奈良旅キャンペーン２０１６」のコンテンツとして実施 

    ② 冬の鹿寄せ／２月～３月（計２８日間） 

冬の「奈良大和路キャンペーン」特別企画として実施 

(13) 奈良市協力事業 

① 姉妹都市 

福島県郡山市・福井県小浜市の両市で開催される事業で交流を深めました。 

② 都市間連携 

武雄市・別府市・伊丹市・斑鳩町などと連携しました。 

③ 珠光茶会 

実行委員会の事務局として準備業務及び従事協力しました。 

３．観光案内事業（公益目的事業会計） 

(1) 観光案内所の運営 

① 奈良市総合観光案内所 

JNTOカテゴリー３に認定されており、お客様に役立つサービスの提供に取り組みま

した。また今年度からは館内でのカフェの営業を開始し、来訪者の一層の利便性及



び、拡大を図りました。 

② 奈良市観光センター 

ＪＲ奈良駅から奈良公園へ向かう途中の案内拠点として運営しました。 

（現在、改修工事に伴い閉館中。６月初旬にリニューアルオープン予定） 

③ 近鉄奈良駅総合観光案内所 

JNTOカテゴリー２に認定されており、近鉄奈良駅を利用される方を中心に、お客様

に役立つサービスの提供に取り組みました。外貨両替機も設置。 

④ 近鉄西ノ京駅臨時観光案内所 

年間７３日間、西ノ京エリアでの情報発信の拠点として運営しました。 

⑤ 年間の観光案内所利用者数統計（４月～３月） 

案内所名 利用者数 前年比 内外国人利用者数 前年比 

①奈良市総合観光案内所 449,485人 224% 95,321人 172% 

②奈良市観光センター 118,589人 77% 13,251人 68% 

③近鉄奈良駅総合観光案内所 256,015人 115% 79,433人 117% 

④近鉄西ノ京臨時観光案内所  9,531人  63% 394人 112% 

合   計 775,017人 99% 180,013人 70% 

 ※JR奈良駅及び近鉄西大寺駅臨時案内所については、27年度末で閉所。 

    ※奈良市観光センターについては、改修に伴い2/14より一時閉館。 

(2) アイドリングストップ貸切バス乗務員休憩所運営事業 

春日大社・薬師寺・唐招提寺の各駐車場において運営しました。 

(3) 観光マップ等観光案内資料の制作・流通事業 

    メインリーフレット「奈良公園ウォークマップ」の製作。日本語、英語に加え、中国語

（繁体・簡体）、韓国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語についても製作し、年間（４

月～３月）日本語２６万部、英語１７万部、中国語１２万部、韓国語・フランス語・ド

イツ語・スペイン語を各１万５千部印刷し、観光案内に活用しました。 

４．販売事業（収益事業会計） 

(1) 手荷物預かり事業 

個 数  ２１，６９６個（前年比１９０％増） 

収入額  １０，６３３千円 

(2) 観光案内所での物販事業 

フリー乗車券・書籍販売・ポスター販売等 

販売額   ３，４２７千円 

(3) 「しかまろくん」ロイヤリティ事業 

グッズ・お土産関連商品は、累計で約３１０種類が制作されています。 

ロイヤリティ収入  １，４５６千円 

    うち、ＬＩＮＥスタンプ収入 １５８千円 

(4) 一年後に届く思い出はがき事業 

販売枚数 ５６８枚 販売額 ８７千円（４月～３月） 



(5) 着地型観光商品企画・販売事業 

① 旅行商品の企画販売事業 

「奈良・西ノ京ロータスロードウォーキングツアー」 

  ７月実施（３７名参加、販売額１６０千円） 

「奈良・西ノ京ロータスロードバスツアー」 

 ７月実施（２３名参加、販売額２０５千円） 

「春日山原始林さんぽ～神山をきく～」 

 全４回実施（３８名参加、販売額２２８千円） 

② 誘客につながる可能性のあるイベント等の受託販売事業 

「元林院お茶屋体験」 

７月～８月中実施（６６名参加、販売額５５０千円） 

「ならまち花あかり」 

２月実施（販売額 ２，７０６千円） 

    ③ その他 

      インバウンド向けのツアー企画を実施。 

(6) その他販売事業 

おん祭「松の下式」桟敷席販売（１２月実施） 

販売席数 １６３席、販売額 ５５４千円 

５．その他事業（その他事業会計） 

(1) 共催事業 

市内の社寺の伝統行事への支援・協力及び、御陵参拝などの諸行事の継続と観光振興に

取り組みました。 

① 奈良朝歴代天皇御陵参拝事業 

② 社寺伝統行事への協力 

③ その他共催事業 

(2) 関係団体等共同事業 

市内又は、県内外の諸団体の活動への協力を行い、広域の観光振興を目的として事業に

取り組みました。 

① 京・伊賀－大和広域観光推進協議会 

② 奈良県ビジターズビューロー北和支部 

③ 日本観光振興協会 

④ 東海自然歩道連絡協会 

⑤ その他県内外の周辺市町村との連携 

以上 
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